
                   
 

平成 21 年１月 26 日 

各 位 

会 社 名  ビービーネット株式会社 

代表者名   代表取締役社長  安藤 康夫 

（コード番号 2318）  

問合せ先   取締役管理本部長  西尾 豊 

（TEL．06-7732-7892）  

 

臨時株主総会の付議議案に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年 12 月 11 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」に

て平成 20年 12 月 31 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしました

が、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案等詳細について

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．臨時株主総会開催日 

平成 21 年２月 25 日（水）午前 10 時 

 

２．臨時株主総会開催場所 

大阪市北区中崎西二丁目３番 21 号 

ホテルグリーンプラザ大阪 

アネックス７階 ダイヤモンドの間 

 

３．臨時株主総会議案 

第１号議案 定款一部変更の件 

１．定款変更の理由 
 (1) 当社は、中小規模専門店に対する総合支援構想である「ショップサポート」の推

進をその事業目的とし、その事業目的を推進するための事業モデル「システム＆

インベストメント」を事業の中心として展開してまいりましたが、システム販売

の主力商品であったＢ２Ｂシステムの販売を縮小するとともに、それに係るアラ

イアンス企業への投資も同時に縮小しております。 

今後、当社は、新たな事業展開として M&A 関連業務、中小企業に対するコンサ

ルティング業務、保有投資有価証券の流動化、営業投資有価証券売却収入といっ

た投資事業等や融資保証業務に経営資源を集中させ、当社が保有する投資ノウハ

ウやリソースを 大限に活用し、継続的な収益確保を行い、中長期的な成長を目

指すことを方針としております。このような認識のもと、当社が目指す事業と企

業イメージを瞬時に伝達し、また、ステークホルダーの皆様の記憶に残る社名と

することを目的として、現行定款第１条（商号）に定める当社の商号をビービー

ネット株式会社から中小企業投資機構株式会社に変更するものであります。 



                      

なお、当該商号の変更は平成 21 年３月１日付で効力を生ずるものとし、その旨を

附則に定め、効力発生日をもって当該附則を削除するものであります。 

   (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の

一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」といいます。）

が平成21年１月５日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更された（いわ

ゆる「株券電子化」）ことに伴い、次のとおり変更するものであります。 

①決済合理化法附則第６条第１項の規定により、平成21年１月５日付で株券を発行

する旨の定款の定めは廃止されたものとみなされているため、現行定款第７条を

削除するものであります。 

②株券電子化に伴い無効となる実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除す

るものであります。 

③会社法第221条の規定により、決済合理化法の施行日の翌日から起算して１年を経

過する日まで株券喪失登録簿を作成、備置する必要があるため、株券喪失登録簿

に関する定めを附則に移行し、平成22年１月６日付で当該附則を削除するもので

あります。 

   (3) 上記の変更に伴い、条数の整備を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

    変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（商号） 

第１条 当会社は、ビービーネット株式会

社と称し、英文では、ＢＢ Ｎｅｔ ｃ
ｏｒｐ．と表示する。 

 

 

 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社の株式については、株券を発

行する。

 

 

 

第８条     （条文省略） 

 

（株主名簿管理人） 

第９条     （条文省略） 

②   （条文省略） 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名

簿を含む。以下同じ。）、新株予

約権原簿および株券喪失登録

簿の作成ならびにこれらの備

え置きその他の株主名簿、新株

予約権原簿および株券喪失登

（商号） 

第１条 当会社は、中小企業投資機構株式

会社と称し、英文では、INVESTMENT 

ORGANIZATION  OF  SMALL  AND 

MEDIUM ― SIZED  ENTERPRISES 

CO.,LTD.と表示する。 
 

 

 

（削除） 

 

 

 
 
第７条     （現行どおり） 
 

（株主名簿管理人） 

第８条     （現行どおり） 

②   （現行どおり） 

③ 当会社の株主名簿および新株

予約権原簿の作成ならびにこ

れらの備え置きその他の株主

名簿および新株予約権原簿に

関する事務は、株主名簿管理人

に委託し、当会社においてはこ



                      

録簿に関する事務は、株主名簿

管理人に委託し、当会社におい

てはこれを取扱わない。 

 

第10条～第12条（条文省略） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計

算書類および連結計算書類に記載

または表示をすべき事項に係る情

報を、法務省令に定めるところに

従いインターネットを利用する方

法で開示することにより、株主（実

質株主を含む。以下同じ。）に対し

て提供したものとみなすことがで

きる。 

 

第14条～第39条（条文省略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

れを取扱わない。 
 
 
 
第９条～第 11 条（現行どおり） 
 

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

第 12 条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計

算書類および連結計算書類に記載

または表示をすべき事項に係る情

報を、法務省令に定めるところに

従いインターネットを利用する方

法で開示することにより、株主に

対して提供したものとみなすこと

ができる。 
 
 
第 13 条～第 38 条（現行どおり） 

 

（附則） 

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成お

よび備え置きその他の株券喪失登

録簿に関する事務は、株主名簿管理

人に委託し、当会社においてはこれ

を取扱わない。 

    なお、本条は平成 22 年１月６日を

もって削除されるものとする。 

 

第２条 第１条（商号）の変更は、平成 21

年３月１日をもって効力を生ずる

ものとする。 

    なお、本条は当該効力発生日をもっ

て削除されるものとする。 

  ３．日程 

    定款変更のための臨時株主総会開催日  平成 21 年２月 25 日（水） 

定款変更のための効力発生日      平成 21 年２月 25 日（水） 

（ただし、第１条（商号）の変更は、平成 21 年３月１日をもって効力を生ずるもの

とします。） 

 

 

第２号議案 監査役２名選任の件 

本総会の終結の時をもって、監査役佐藤賢一氏、松平敏幸氏は辞任いたします。つきま

しては、当社は、会社法第 328 条第１項により監査役会の設置が必要となることから、

同第335条第３項の要件を満たすため、監査役２名の選任をお願いするものであります。 

  なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は次のとおりであります。 



                      

氏 名 

（生年月日） 

略 歴 

（他の法人等の代表状況） 

所有する当

社株式の数

伊田
い だ

 喜
よし

弘
ひろ

 

（昭和 22 年９月２日） 

昭和 41 年４月 株式会社神戸銀行（現株式会社

三井住友銀行）入行 

昭和 58 年 12 月 株式会社大証（現中小企業信用

機構株式会社）入社 

平成７年４月   山口県豊浦郡菊川町議会議員 

平成９年６月   株式会社アプレック（現中小企

業信用機構株式会社）監査役

（現任） 

０株

松本
まつもと

 文明
ふみあき

 

（昭和 22 年９月 22 日） 

昭和 46 年４月  三菱商事株式会社入社 

平成 12 年４月  同社長野支店総務経理部長 

平成 16 年４月  同社非営業全般の監査担当 

平成 18 年 11 月  株式会社ダイヤプレス出向 

同社経営室長 

平成 21年１月  中小企業人材機構株式会社入社 

                同社総合監査部（現任） 

０株

 

第３号議案 補欠監査役１名選任の件 

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願

いするものであります。 

  なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

  補欠監査役候補者は次のとおりであります。 

氏 名 

（生年月日） 

略 歴 

（他の法人等の代表状況） 

所有する当

社株式の数

近藤
こんどう

 保
たもつ

 

（昭和 31 年３月 30 日） 

昭和 53 年３月  ブリジストンサイクル株式会社

入社 

昭和 56 年７月   株式会社シャルレ入社 

平成 16 年４月   ヒラキ株式会社入社 

平成 18 年４月   当社入社 

平成 18 年８月   当社内部監査室長（現任） 

100 株

 

以 上 


